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岩手銀行グループは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。 

2022 年 6 月 23 日 

株式会社 岩手銀行 

「サイバーセキュリティ対策」セミナーの開催について 

株式会社岩手銀行（頭取 岩山 徹）では、岩手県警察の協力を仰ぎ、岩手県、盛岡市、

盛岡商工会議所との連携をもとに、サイバーセキュリティ対策の重要性を参加者に周知

するオンラインセミナーを開催しますので、お知らせいたします。 

「ランサムウェア」と呼ぶウイルスで企業などのシステムを攻撃し、回復することを

引換えに身代金を要求する犯罪が急増しています。特に、感染力が極めて強く、コンピ

ューター内の情報を盗み出すウイルス「エモテット」（※）の被害が、2022年3月は国

内で過去最多となり、手口や攻撃方法も高度化かつ巧妙化するなど、企業に深刻な影響

をもたらす事例が全国で発生しています。本セミナーは、参加者がデジタル化とサイバ

ーセキュリティ対策の重要性を学ぶ場となります。 

（※）エモテットとは、メール添付ファイルを開いたり、文中の URL をクリックしたり

することで感染するウイルス。 

記 

１．開催概要 

名 称 「サイバーセキュリティ対策」セミナー 

主 催 株式会社岩手銀行 

後 援 
岩手県、盛岡市、盛岡商工会議所、デジタルデータソリューション   

株式会社、三井住友海上火災保険株式会社 

協 力 岩手県警察 

対象者 
・デジタル化を進める事業者

・「サイバーセキュリティ対策」について不安な事業者

参加費 無 料 

開催日時 2022年7月21日（木）15：00～16：00 

募集期間 2022年6月15日（水）～7月15日（金） 
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岩手銀行グループは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。 

参加費 無 料 

会 場 オンライン開催（ZOOM開催）定員100名（上限に達した時点で締切） 

事務局 株式会社岩手銀行 

内 容 

第一部 講 演  15:00～15:30 

【講 師】 

岩手県警察本部 生活安全部サイバー犯罪対策課 

CS 対策兼サイバー犯罪対策補佐 

岩手県警部 高橋 和宏 氏 

第二部 セミナー 15:30～16:00 

 【テーマ】 

「実際の事故事例の紹介」「実務対応のポイント」について 

デジタルデータソリューション商品「DDH BOX」の紹介 

事業者向けサイバー保険の紹介 

 【講 師】 

デジタルデータソリューション株式会社 

セキュリティ事業部長 大澤 秀一 氏 

 質疑応答     16:00～16:15 

申込方法 EメールまたはFAXによる申し込み。 

 

２．申込方法 

 （１）メールでの申込み 

    メールアドレスに下記の内容を入力し、送信する。 

    ① 送付先 Email：ibk-cs＠iwatebank.co.jp 

    ② 入力内容 参加日程、参加会場、会社名、業種、氏名 

連絡先（電話番号、メールアドレス） 

 （２）FAX での申込み 

    【別紙】チラシ兼申込書を下記に記載の FAX 番号まで送付する。 

    送付先 FAX：019-622-1266 
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３．留意事項 

  オンライン会議システム「ZOOM」を利用したオンラインセミナーに参加するにあた

って、パソコンやスマートフォン等の情報機器および通信環境が必要となりますので、

ご準備をお願いいたします。  

また、通信費はご参加者さまの負担になるほか、利用方法やアクセスの不具合に関し

てサポート出来かねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

 

以  上 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

法人戦略部 本業支援チーム 松井 

  法人企画 河原、三角 

電話：019-623-1111（代表） 

 

 



【主 催】㈱岩手銀行 【後 援】 岩手県 盛岡市 盛岡商工会議所 デジタルデータソリューション㈱ 三井住友海上火災保険㈱

株式会社岩手銀行 法人戦略部
サイバーセキュリティ対策セミナー事務局 担当：松井、河原、三角
TEL：080-8601-7324（松井） 019-623-1111（代表） FAX： 019-622-1266 

お問合せ先

中小企業も他人事ではない！

日 時 2022年7月21日（木）15 : 00 ～ 16 : 00

開催形式 Web形式で開催します。Zoomを利用しての配信となります。裏面をあらかじめご確認ください。

定 員 100名（先着順で定員に達し次第、受付を締め切らせていただきます）

申込方法
メールまたはFAXの申込み
※ 詳しくは、裏面をご覧ください。

講 師

・サイバー攻撃の定義

・サイバー攻撃の種類(フィッシング攻撃、標的型メール攻撃、水飲み場攻撃 等)

・サイバー攻撃の手口と傾向、目的

・サイバー攻撃による被害事例、損害の想定

・中小企業におけるサイバーリスク管理の実態

・中小企業におけるサイバーセキュリティ対策のポイント

参加費
無料

昨今、サイバー攻撃の脅威が増大しています。一方で、中小企業においては「大企業や
行政機関と異なり、盗られる情報はない」など、いまだサイバー攻撃の脅威に対する認識
は十分では無く、対策も十分講じられているとは言えません。しかし最近、大企業等を狙う
際の「踏み台」として、取引先等である中小企業を攻撃するケースが増えており、一度攻撃
を受けて影響が大企業等にも及んだ場合、それが原因で取引が継続できなくなることもあ
ります。
このようにサイバー攻撃に対する備えは、中小企業にとっても避けて通れない経営上の
課題になりつつあるのです。
そこで、本セミナーでは、サイバー攻撃の実態や想定される被害、中小企業における体制
整備の実態を説明し、中小企業が事前に講じておくべきサイバー攻撃対策のポイント等を
解説します。定員が限られておりますので内容をご確認のうえ、お早目にお申込みください。

１５ : ３０ ～ １６ : ００
デジタルデータソリューション株式会社

セキュリティ事業部長 大澤秀一氏

サイバー犯罪の現状と対策

・情報漏えい事故の事例とリスクファイナンスの活用

外部起因（サイバー攻撃、不正アクセス等）

内部起因（過失、使用人による犯罪等）

海外から提訴された損害賠償

ネットワーク機器の機能停止による利益損失 等

・各種リスクマネジメント策の活用

・サイバーセキュリティ対策商品「DDH BOX」の紹介

・事業者向けサイバー保険の紹介

「実際の事故事例の紹介」
「実務対応のポイントについて」

・サイバー空間における脅威の情勢
・岩手県におけるサイバー犯罪の発生状況と手口
・サイバー犯罪への対策
・捜査への協力と警察との連携

１５ : ００ ～ １５ : ３０
岩手県警察本部
生活安全部サイバー犯罪対策課
CS対策兼サイバー犯罪対策補佐
岩手県警部 高橋 和宏 氏

セミナー内容

特別講演

※岩手県警察が特定のサービスを推奨するものではありません。

※ セミナー終了後、質疑応答の時間を15分程度設けますので、
退出せずそのままお待ちください。

プロフィール

1990年～2022年2月ま
で富士ゼロックス株式会社
（現富士フイルムビジネス
イノベーション）にて在籍。
自社製品、ITシステムの
営業、銀座支店長、関西
東海支社長、及びプロダク
トマーケティング領域に従
事。2022年3月より現職



【募集要項】

開催日時 2022年7月21日（木） 15：00～16：00

募集定員

オンライン：100名

※ 募集定員が上限に達した時点で締切りとさせていただきます。

参加方法

参加費：無料
※お申込いただいた方にオンラインセミナー参加用URLをお知らせします。
・Zoomアプリをダウンロードする必要があります。
・Zoomの使い方及び不具合に関してサポートができない場合がございます。
・通信費は参加者の負担になります。

お申込先 岩手銀行 法人戦略部 本業支援チーム

申込方法

メール ibk-cs@iwatebank.co.jp
下記申込書の項目を
ご入力の上送信ください。

FAX ０１９－６２２－１２６６
下記申込書にご記入の上
送信ください。

お問合せ ＴＥＬ：080-8601-7324 岩手銀行法人戦略部（担当：松井）

【申込書】

申込締切 2022年7月15日（金）必着

参加会場 オンラインセミナー

会社名 業種

参加者 氏名 役職

連絡先
電話番号 電子メール

＠

事前質問

【個人情報の利用について】ご記入いただきました個人情報は、本セミナーの円滑な運営および各種情報提供の
目的のためにのみ利用します。ご記入内容に不備がある場合は、内容確認のお電話をさせていただくことが
あります。お申込みいただいた方の個人情報の開示、削除のお申し出等、お問い合わせにつきましては上記の
お問合せまでお願いします。お申込者が反社会的勢力と判明した場合にはご参加をお断りさせていただきます。

mailto:ibk-cs@iwatebank.co.jp
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